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2019年度 立命館慶祥高校 入試講評 国語 

2019 年 2 月 19 日実施 

大

問 
ねらい・出典 講評・学習の指針 

一 

出典：内田樹『ローカリズム宣言』 
論理的文章の読解。ネットメディアによって発信さ

れる情報の特色と、情報の真偽を判断するための手

段について論じた文章。話題に着目して、筆者の主

張を整理しながら読み進めることがポイントであ

る。設問については、選択肢型・抜き出し型・記述

型をバランスよく出題した。 

漢字の書き問題の正答率は低かった。日常的に漢字を「自分の手

で書く」機会は少なくなっているかもしれないが、適切に言葉を

使う意識を持てるためにも、漢字の学習は疎かにしないでほし

い。記述問題は比較的良くできており、解答に必要な「部分」を

文章から取り出してくる力はあることがうかがえる。しかし、最

後の文章の「全体」を問うような問題の正答率は低い。その文章

が「全体」として何を言っているかをつかめることが重要である。 

二 

出典：浅生鴨『伴走者』 
文学的文章の読解。パラスキーの伴走者である涼介

の視点から、全盲の晴とともにゲレンデを滑走する

様子を描いた作品。さまざまな情景描写に着目し

て、涼介の心境の変化が読み取れているかを試し

た。設問については、選択肢型を中心に、記述問題

（70 字以内）も出題した。 

文学的文章の読解については、基礎的な理解はできていると思わ

れる。ただ、表現に関する問題に関しては。やや正答率が低かっ

た。普段から内容だけではなく、表現についても注目しながら読

解を行ってもらいたい。記述問題においては、内容は理解できて

いるが、不十分な記述で減点されているものがあった。どのよう

な答えが求められているのか、ということを意識した解答作成を

心がけてほしい。 

三 

出典：森博嗣『集中力はいらない』 

言語事項と作文の問題。言語事項としては、文法

（「ない」の識別・品詞の分類）、四字熟語、慣用句

を出題した。作文は例年通り、解答者が二つの立場

のうちどちらかを選んで自分の考えを書くもので

ある。記述内容そのものよりも、文が正しく書けて

いるかという点を重視した。 

慣用句を答える問題、品詞を答える問題については、正しく答え

られた受験生と間違った受験生がいた。日頃からさまざまな言葉

に興味を持ち、語彙力をつけておくとよい。記述問題は「役に立

つことだけに集中したい」という考え方のメリットまたはデメリ

ットを述べるものであった。この形式は昨年と同じであり、多く

の受験生が、適切な事柄を取り上げ、適切な書き方で解答できて

いた。 

全

体 

例年通り、「論理的文章」「文学的文章」「言語事項

と作文」を出題し、国語の語彙力・読解力・記述力

を総合的に問うた。 
話題ごとの要点をつかむ力や、場面展開に伴う心情

変化をとらえる力、語彙力、選択肢を吟味する力、

及び「自分のことば」で説明する記述力が必要な問

題である。 

昨年度より点数があがっていた。昨年と同じ形式で出したところ

が正答率が高かったため、受験生が昨年度までの傾向を踏まえて

受験対策をしてきたことが見て取れる。一方で、今年初めての問

題や、通常の定期テスト等ではあまり聞かないような設問に対し

ての正答率は低かった。応用力を付けるためには様々な文章に触

れることが近道である。これからも幅広い視野で物事に取り組ん

でほしい。 
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2018年度 立命館慶祥高校 2月入試講評 数学 

2018 年 2 月 20 日実施 

大

問 
ねらい・出典 講評・学習の指針 

Ⅰ 

小問集合 
[1]四則の混じった計算。 
[2]文字を含む分数式の計算。 
[3]小数，分数を含む連立方程式の問題。 
[4]2 次方程式。解の公式を利用。 
[5]因数分解。 
[6]平方根を含む式の値。因数分解を利用。 

標準的な計算問題です。[1]，[2]では符号や指数の処理

に気をつけて計算を確実にできるように練習しておき

ましょう。[3]，[4]は典型的な方程式です。ミスなく解

けるようにしましょう。[5]はｘ＋ｙの置き換えを利用

します。[6]は与えられた式を因数分解してから数値を

代入することで計算が易しくなります。 

Ⅱ 

確率 
[1](1)確率を求める問題。 
[1](2)確率を求める問題。 
[2](1)標本調査の問題。 
[2](2)標本調査の問題。 

[1]ではカードの出方を表にすることで条件にあったも

のをもれなく，重複無く数えあげることができます。[2]
は標本調査の問題です。割合を考えることで解決しま

す。(2)では与えられた比から青球、白球を 3k、5k と表

してみましょう。 

Ⅲ 

関数 y＝ax2 

[1]比例定数を求める問題。 

[2]直線の式を求める問題。 

[3]座標平面上の四角形の面積を求める問題。 

[4]条件を満たすグラフ上の動点を考える問題。 

2 次関数の融合問題です。[1]、[2]は正答率が高かった

です。[3]では四角形を分割したり，長方形（または台

形）から余分を引いたりして求めます。[4]は動点の始

まりが点B であることに注意してください。 

Ⅳ 

空間図形 

[1]線分の長さを求める問題。 

三平方の定理を利用。 

[2]線分の長さを求める問題。 

三平方の定理を利用。 

[3]四角形の面積を求める問題。 

[4]立体の体積を求める問題。 

三平方の定理を多用する空間図形の問題です。[1]、[2]
の正答率は高かったです。[3]は四角形が等脚台形であ

ることに注目します。[4]は頂点 C から垂線を下ろした

時に，垂線を含む面で切り口を考えることで，解法の糸

口が見えます。計算力が必要になるため，正答率は極め

て低かったです。 

V 

規則性 
[1]規則性の問題。 
[2]文字式を使って表す問題。 
[3](1)文字式を使って表す問題。 
[3](2)2 次方程式の利用。 

[1]は正答率が高かったです。[2]ではｎ段目に何個の数が

並んでいるか，規則を見つけることがポイントです。[3]
は[2]の説明を利用します。 (2)では方程式の解を利用して

正解を導きます。k の値が答えではないことに気をつけま

しょう。 

全

体 

高校数学へのつながりが大きい確率，関数，空間

図形，規則性の内容。基礎的な知識をもとに，様々

な知識を組み合わせて解くことが必要な問題の

ほか，規則性を使って，思考力を問う問題も出題

した。 

どの分野においても基本的な問題の正答率は高く、立体

や規則性など思考力を必要とする問題の正答率が低く

なりました。計算問題・基本問題をしっかり身につけ，

難易度の高い問題にも積極的に取り組んでください。 
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2019年度 立命館慶祥高校 入試講評 英語 

2019 年 2 月 19 日実施 

大問 ねらい・出典 講評・学習の指針 

Ⅰ 

英語の構文構造（主部＋述部）の理解度を問

う、対話文中の語順整序問題。［1］like better  
～ than …［2］so ～ that …［3］間接疑問

［4］接続詞 when［5］be afraid of ～ 

基本的な文構造を問うものであったが、so that 構文、間接疑問文

の語順、接続詞 when の用法で、失点が目立った。so that 構文は

読解でも重要である。または when の用法は副詞節を作る従位接

続詞の基本なので、マスターしておきたい。  

Ⅱ 

場面に応じて動詞の形を適切なものに変化さ

せる知識・能力を問う基本的な文法問題。［1］
過去形［2］現在完了［3］現在形［4］現在進

行形［5］不定詞［6］過去分詞［7］受動態［8］
受動態［9］現在形［10］動名詞 

スペル、時制、意味だけでなく、前置詞の後ろは動名詞にするな

ど、使われる位置に応じた動詞の形の使い分けも高校でも重要で

あるので、意識して勉強してほしい。また、今回の問題では

trying, learning, studied の 3つの動詞で、形がわかっているの

にスペルを誤る解答が目立った。 

Ⅲ 

対話文による読解問題。対話の流れを理解し

ながら、適切な情報が読み取れているかどう

かを問う内容理解問題。問題形式は適文補

充・指示語・英問英答・内容一致。 

[2]That が指し示す提案を読み取る問題で、5 行にわたる直前の発

言を理解する必要があり、失点が目立った。普段から文脈レベル

での理解に努めてほしい。[3]では動詞の使い方の誤りが多く見ら

れた。意味だけでなく語法にも注意したい。 

Ⅳ 

長文の内容理解。主題とそれぞれの段落の内

容を的確に理解し、設問に答えることができ

るかどうかを問う内容理解問題。問題形式は、

表・グラフの読み取り・内容把握・内容一致

など。 

[1]本文と表を照らし合わせることはよくできていた。[2]下線部

直後の内容を読み取る問題。コロンの後の具体的説明に注意した

い。[3] 下線部直前の内容を読み取る問題。does が言い換えてい

る内容を把握するのに苦戦が見られた。普段から do や代名詞な

ど、言い換えられているものが何を指すものなのか意識して読む

練習をしたい。[4]数を指定せずに正解を全て選ぶ形式の問題にし

た。一部の情報を読み取るだけではなく、文章全体を吟味する必

要があるが、よくできていた。 

Ⅰ 

（リスニング） 

リスニング問題。短い対話の内容を理解し、

最後の発話に続く返答を答える。 
一度しか聴けないので、日頃の練習の成果が問われる。内容を理

解したものを何度も聞いて、速い英語にも慣れてもらいたい。 

Ⅱ 

（リスニング） 

リスニング問題。比較的長い文を聞いて､その

内容に関する質問の答えとして適切なものを

選ぶ。 

2 回放送されるスタンダードな問題である。[3]がコマーシャルの

問題で正答率が低かった。さまざまなジャンルの英語に日ごろよ

り耳を傾けて練習してほしい。 

全体 

読解問題やリスニング問題では、昨年同様、

実生活に関わりのある設定のものを扱った。

表・グラフの読み取り問題では、表とグラフ

の２つを入れ込むことで、文章全体を読み取

らせる問題を出題した。 

リスニングの録音は少し速めにしたが、要点は聞き取れており、

慣れている様子が伺えた。作文では基本動詞の文法・語法を中心

に練習してもらいたい。読解では 1 文を越えて段落やさらに大き

な流れを追いかける練習をしてほしい。 
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2019年度 立命館慶祥高校 入試講評 理科 

2019 年 2 月 19 日実施 

大

問 
ねらい・出典 講評・学習の指針 

Ⅰ 

小問集合 
[1]湿度。 
[2]おもりの重さ。 
[3]肺循環の経路。 
[4]再結晶。 
[5]火山。 
[6]外来種。 

基礎的な用語や考えを問う問題であり、全体の正答率も高く、よく

出来ていた。[1]、[2]の正答率がやや低かった。器具の使い方、力

がどのように働くのかをしっかりと理解する必要がある。できるだ

け多くの問題を解いて、疑問点を解決しながら上の段階に進むこと

を心がけたい。 

Ⅱ 

音の性質，電流 
[1](1)100m 走の記録。 
(2)ストップウォッチが示した時間。 
(3)ストップウォッチが示した時間。 
[2](1)抵抗の大きさ。(2)電圧の大きさ。 

(3)電流の大きさ。 

[1]は，音速に関する物理的な状況の理解が必要な問題である。(1)
はごく単純な問題であるが，これも含め，全般的に正答率は高くな

かった。単なる暗記ものとして計算するにとどまらず，状況にあわ

せて計算する思考力を鍛えて欲しい。[2]は，標準的な電気回路の抵

抗の問題である。電流の単位の扱いを間違えている答案が見られ

た。A と mA はどちらもよく使用されるので注意して欲しい。 

Ⅲ 

物質の識別，酸化銀の分解 

[1](1)物質の識別。(2)物質を区別する方法。 

(3)有機物。 

[2](1)酸素の性質。(2)酸素の 1g あたりの体積。 

(3)反応しなかった酸化銀の質量。 

[1] (2)のスチールウールと銅を区別する方法を答える問題の正答率

が低かった。多くは、方法のみを述べ、どうなったらスチールウー

ル、あるいは銅かという記述に至っていなかった。[2] (2)はあまり

答えられておらず、桁を間違っている答えも多かった。計算問題は

差の付くところであり、逆に得点源になる様に演習したい。 

Ⅳ 

遺伝の規則性 

[1]優性形質。 

[2]遺伝子の組み合わせ。 

[3]できた種子の数の比。 

[4]遺伝子の組み合わせの確率。 

[5]できた種子の数の比。 
[6]遺伝子の組み合わせ。 

エンドウ種子の形質に関わる遺伝の法則の基本を問うものであり，

全体的に高い正答率であった。遺伝子の組合せの確率を求める問題

で比較的正答率が低かったが，問題文にある「丸型の種子から」を

読み落としたと思われる回答が見受けられた。何を問われているの

か落ち着いて理解することが望まれる。生殖細胞で遺伝子がどのよ

うに別れ，受精の結果どのような組合せができるのか，表を書いて

しっかりと理解してほしい。 

V 

月と金星の観察 
[1]月。 
[2]月が見える時間帯と方位。 
[3]月の見え方。 
[4]太陽と月。 
[5]惑星。 
[6]金星の見かけの大きさ。 

月，惑星，太陽の地球との位置関係や，地球からの見え方について

問う問題である。月は日常生活で見慣れているが，それを時間帯や

方位を含めて理科としての理解まで深めていることを期待してい

る。[4]は，地球からの太陽および月の距離と見かけの大きさの関係

を説明する問題である。与えられた文言を用いる中で，主語と述語

が混乱した文章が散見された。伝えたいことを的確に文章で表現す

ることも普段から心がけて欲しい。 

全

体 

理科の基礎知識を問う問題や，問題文や図表から

条件を読み取り，論理を組み立て考察する力をは

かる問題を出題した。 

全体正答率はやや高めであった。分野的には、物理・地学の計算問

題の正答率が低かった。基礎基本を１００％身につけ、その上で差

の付くところを意識して勉強していくことが、これからの大学受験

を見据えた勉強の姿勢となる。 
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2019年度 立命館慶祥高校 入試講評 社会 

2019 年 2 月 19 日実施 

大

問 
ねらい・出典 講評・学習の指針 

Ⅰ 

世界地図や日本地図を用いて，世界や日本の特徴

を問う地理総合問題。自然や農業，工業などに関

する資料を読み取り，答えを導く問題も含む。 

概ね良くできていた。その中で正答率が低かったのは，北アメリカ

の気候や植生の特徴，オーストラリアの家畜や人口の分布，日本の

工場の分布と問う問題であった。いずれも，高校の学習で修得する

知識を用いる問題で，中学生にとっては応用力が問われるものであ

ったが，その割には得点率が高く，対策をしっかり行っている受験

生が多いと感じられた。 

Ⅱ 

長文を用いた歴史総合問題。古代から近現代まで

幅広く扱い，地図やグラフを用いた問題も含む。 
古代から近現代までの分野を幅広く問うた。全体的な傾向として，

漢字指定としたにもかかわらず，用語をしっかりと書くことができ

ていた。ただし一部の問題，具体的には「唐招提寺」を答える問題

などは，受験生のあいだで差がついた。潜伏キリシタンという時事

的な題材をあつかった論述問題も，正答率は高く，設問の意図を正

しくふまえた解答が多かった。一方で，日明貿易の輸入品を問うた

問題については正答率が著しく低かった。貿易品の変化を長い時間

軸で理解するなど，歴史を一問一答的に“暗記”するのではなく“理

解”するための学習が重要である。 

Ⅲ 

2017 年の後半から 2018 年の前半のおもなでき

ごとの文章を用いた公民総合問題。中学での学習

事項に加え，時事的要素を含んだ問題や資料読み

取り問題，グラフ読み取りの上，記述解答の問題

も含む。 

大問の得点率は高かった。語句問題は中学生で学ぶ基本的事項をよ

く理解できていたと思われる。〔7〕では文章とグラフの読み取りを

一致させることが正解と不正解を分けた。記述問題の正答率は高

く，問題で求められている正解記号・理由・背景を的確に踏まえた

解答が多かった。全般的に問題で問われていることを理解し，正確

に答えに結びつける学習が必要である。 

全

体 

昨年度より，資料の特徴を読み取って考える問題

を増やしている。また，語句選択や文章選択だけ

ではなく，資料選択の問題を出題し，思考力や判

断力を問うている。 

基本レベルの問題が多く，全体的に良く出来ていた。また，地理・

歴史・公民，それぞれで論述問題を出し，提示された表・図の読み

取りと，自身の意見を求めるものであったが，出題意図を理解し，

的確に答えることができていた。 
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